
平成 30年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み一覧 

タイトル 取組みのポイント ページ 

学力向上に向けた“独自

のアクションプラン”の

作成 

１ 標準学力検査（ＮＲＴ）の結果を基に教員一人一人が「学力向上プラン

（Ａ４版１枚）」を作成する。 

２ 課題を克服するための具体的な授業改善策を明確にし、授業改善の日常

化につなげる。 

1 

市独自の「つまずき問

題集」の活用による基

礎基本の定着 

１ 市の全国学力・学習状況調査「小学校算数Ａ問題」「中学校数学Ａ問題」

の結果を受けて、課題を明らかにする。 

２ 単元計画や児童生徒の実態に応じて活用することができるように編集

し、各学校に配布している。 

2 

家庭学習の充実を図

り、学力向上の基礎・

基本を身に付けるため

の小中連携した取組み 

１ 家庭学習の充実を図るために、小中学校が連携した取組みを行っている。 

２ 算数・数学の基礎基本を身に付けるために、町独自の問題を作成している。 
3 

主体的に学びに向かう

態度を育てる学習の構

えづくり 

１ 学習の構えづくりについて、幼保小中一貫した取組みを行っている。 

２ 「相手意識」「自分達でまとめ・表現」をキーワードにして各学校での授

業改善につながる働きかけを継続して行う。 

4 

子ども一人一人が意欲

的に取組む学習指導の

充実 

１ 「わかる・できる」が実感できる授業づくりの推進に向けた研修講座を

実施している。 

２ 探究型学習の推進と、小中連携による９年間の見通しを持った授業づく

りの普及を図っている。 

5 

「チャレンジ塾」を通し

た学校と家庭の連携 

１ 小６、中１を対象にした家庭学習支援講座「チャレンジ塾」を実施して

いる。 

２ 教育委員会で「家庭学習のすすめ」を作成し、活用している。 

３ 「チャレンジ塾」と「家庭学習のすすめ」の連動により、家庭学習の充

実を図っている。 

6 

学校の共通実践から地

域全体での学力向上を

図るための取組み 

１ 各校の共通実践事項が推進できる環境整備の充実を行う。 

２ 各校の取組みの方向性をそろえ、町全体のうねりとするための取組みを

行う。 

３ 地域と学校が連携して学力向上を推進する取組みを行う。 

7 

教科横断的な視点に立

ったカリキュラム・マ

ネジメント表の作成 

１ 各学年で育成すべき資質・能力を身に付けるために、生活科や総合的な

学習の時間を中心に据えて、各教科単元をつなぐ「カリキュラム・マネジ

メント表」を作成する。 

２ 毎週金曜日には、１５分間のカリキュラム・マネジメント会議を位置付

けている。 

8 

教育マイスター制度を

活用した校内組織体制

の構築 

１ 「統括マイスター」と「校内マイスター」を複数配置にし、それぞれの

業務を明確にした「校内マイスター制度」を構築する。 

２ 「参観シート」を基にした積極的な授業公開によるＯＪＴの日常化を図る。 

9 

家庭における学習・生

活を充実させるための

取組み 

１ 教育委員会作成の「家庭学習の手引き」を継続活用、再周知している。 

２ 家庭リズム調査の結果（町共通）を踏まえ、生活リズムの見直しを進める。 

３ 算数・数学へのチャレンジマインドを喚起・啓発する。 

10 

 

資 料 １ 

教育庁義務教育課 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

学力向上に向けた“独自のアクションプラン”の作成 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 各学校での探究型学習の推進、教師の意識改革は進んでいることを感じる。一方で、

授業改善の日常化については懸念されるところである。教員一人一人が、児童生徒の学

力向上を自分事として捉え、授業改善を年間通して戦略的・計画的に行うことができる

よう本市独自のアクションプラン「学力向上プラン」を作成し、学力向上に努めている。 

２ 取組みのポイント 

（１）標準学力検査（ＮＲＴ）の結果を基に教員一人一人が「学力向上プラン（Ａ４版

１枚）」を作成する。 

（２）課題を克服するための具体的な授業改善策を明確にし、授業改善の日常化につな

げる。 

３ 具体的な取組み 

（１）標準学力検査の結果を基にした、教員一人一人による「学力向上プラン」の作成 

○「学力向上プラン」の形式は「実態」「方策」「改善策」「自己評価」の４項目である。 

○小学校教員は自分の学級の実態、中学校教員は各担

当教科の授業改善の視点で作成する。 

○前期末には方策を見直すとともに、改善策を更新し、

ＰＤＣＡサイクルの確立を図る。 

【実態】（５月記入） 

○年度当初の授業の様子・標準学力検査（ＮＲＴ）結

果から、課題となる点を記入 

○探究型学習を推進する上で課題となる点を記入 

例）算数の学力に課題がある。特に「数と計算」の

領域が弱い。さらに上位層が少ない傾向にある

ことも課題である。 

【方策】（前期の取組み） 

○【実態】を受けて主に課題を克服するための具体的

な手立てを記入 

○日々の授業で重点的・継続的に実施することを具体的に記入 

例）上位層を伸ばすために、スパイス問題シート、つまずき発見問題集を活用する。 

【改善策】（１０月記入・後期の取組み） 

○前期の方策、指導を振り返り、後期の努力点を記入 

例）基礎基本の定着が図られている。今後、個に応じた家庭学習を実践していく。 

【自己評価】（適宜記入） 

○先生方が児童・生徒の姿を見取り、授業評価を適宜行う。 

○県のアクションプランの評価時期に合わせて、教育委員会へ提出する 

  

（２）授業改善の日常化 

○日々の授業改善は、教員一人一人の意識によるところが大きい。各教科、学年で強

化が必要な学習内容を一人一人が把握し、取組みの具体策を考えることが重要であ

る。そのために、作成した「学力向上プラン」を基に、日常から授業や児童生徒の姿

について教員同士が語ることで、教員の授業改善に対する意識改革が図られている。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

市独自の「つまずき問題集」の活用による基礎基本の定着 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 全国学力・学習状況調査の算数・数学の結果分析から、全国正答率が比較的高い基礎

基本の問題につまずきが見られた。そこで、基礎基本の定着を重点として、「小学校算数

Ａ問題」「中学校数学Ａ問題」を基に、「つまずき問題集」を教育委員会独自で作成し、

各学校で活用することにより算数・数学の強化を進めている。 

２ 取組みのポイント 

（１）市の全国学力・学習状況調査「小学校算数Ａ問題」「中学校数学Ａ問題」の結果を

受けて、課題を明らかにする。 

（２）単元計画や児童生徒の実態に応じて活用することができるように編集し、各学校

に配布している。 

３ 具体的な取組み 

（１）全国学力・学習状況調査「小学校算数Ａ問題」「中学校数学Ａ問題」を活用した市

独自の問題集の作成 

○平成２７年度から２９年度までの全国学力・学習状況調査「小学校算数Ａ問題」「中

学校数学Ａ問題」において、全国正答率と市の正答率を比べて、３ポイント以上下

回った問題を集める。 

○問題には指導学年と単元を表記し、活用しやすいようにする。 

○データを送付し、そのままプリントアウトして使ったり、データをもとに作り替え

たりして活用できるようにした。 

 

（２）効果的な活用 

○学力向上研修会での紹介 

・つまずきに対し具体的な手立てを講じることができるよう、資料活用の方法とそ

の後の対応の在り方（補充等様々な時間に活用する、実態に応じて工夫しながら

効果的に活用する 等）について各学校の先生方と確認する。 

○様々な時間での活用 

・各学校の１０～１５分の帯時間（「チャレンジタイム」「パワーアップタイム」等）

に活用する。また、問題を少し変えて、導入の問題や適用問題、評価問題として

提示する。 

 ○活用した学校の声 

  ＜小学校＞ 

  ・落ち込みが示されているので、ピンポイントで指導できる。 

  ・中学年の内容も含まれているので、高学年が中学年の学習内容を確認することが

できた。 

  ・１ページ当たりの問題数が適量で、指導する上で使いやすい。 

＜中学校＞ 

・問題集を使うことにより、個人差に対応できる。上位の子のさらなる向上や下位

の子への補充のために活用できる。 

・実力テストの結果を受けて、課題が見られた内容を問題集の類似問題から探して

取り組ませることができる。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

家庭学習の充実を図り、学力向上の基礎・基本を身に付けるための小中連携した取組み 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

３０年度の全国学力・学習状況調査の結果から、家庭学習の習慣を身に付けることが、

小・中学校ともに課題であることがわかった。また、算数・数学では、基礎基本の定着

が十分でないことも課題として見えてきた。これらの課題を克服するためには、町内１

中学校であることを踏まえ、小・中学校が連携した取組みを行う必要があると考えた。 

２ 取組みのポイント 

（１）家庭学習の充実を図るために、小中学校が連携した取組みを行っている。 

（２）算数・数学の基礎基本を身に付けるために、町独自の問題を作成している。 

３ 具体的な取組み 

（１）家庭学習の充実に向けた、小中連携による取組み 

○各学校における、家庭学習についての指導の実態把握 

○各学校で作成していた「家庭学習の手引き」の内容を整理・検討 

○各小学校の手引きの内容をもとに、町版の「学びの手引き」を作成 

○既存の幼保小中連携した目指す子どもの姿ポスターの裏面に印刷し、各学校・園、

またその保護者に配布予定 

＜幼小中連携「めざす子ども像」＞ 

幼児像 ⇒ 小学校の子ども像 ⇒ 中学校生徒像 

楽しく遊び、元気な子ども 

元気な挨拶と明るく伸び伸び遊べる 
⇒ 

高い志を持ち、努力する子ども 

夢や希望、目標に向かって努力する 
⇒ 

耕 

知性・教養 

感動できる子ども 

まわりの人や自然の中で、たくさんの体験を通し、豊かな感性を持つ 
⇒ 

語り合い、高め合う子ども 

友だち・家族と語り合い・高め合う、温かい心を持つ  

⇒ 
結 

伝統・創造 励まし合い、学び合い、喜び合える子ども 

興味を大切にし、思いやりやともに学ぶ意欲を持ち関わる力 
⇒ 

働くことを喜びとする子ども 

喜んで働き、感謝する心を持つ 

たくましく、生きる子ども 

やってみようという意欲を持ち、工夫しながらよく考え、行動できる 
⇒ 

たくましく生きる子ども  

進んで運動や挨拶をして、心身を鍛える 
⇒ 

愛 

思いやり・慈しみ 

⇒  ⇒  ⇒ 

≪共通実践項目≫「あいさつ 読書 お手伝い（働く）」 

 

（２）確かな学力を身に付ける指導（算数・数学の基礎・基本の定着） 

○町の学校教育センター調査研究室の小・中学校教員が、全国学力・学習状況調査の

つまずきの多かった問題を分析 

○全国学力・学習状況調査を参考に、町として課題が見られた内容を踏まえた問題

を作成（下学年＜初級＞から上学年＜上級＞まで、子供の意欲に応じて挑戦でき

る構成） 

○全１０問とし、各学年の系統を考えた基礎基本の問題を８～９問、過去問を１～２

問出題 

○町内全小・中学校において、検定方式を用いて２月と３月に実施 

（取組みについては、町校長会に教育委員会が説明し周知を図る） 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

主体的に学びに向かう態度を育てる学習の構えづくり 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

平成２８年度以降、全国学力・学習状況調査において、小・中学校国語の結果分析か

ら、「相手にわかりやすく伝える、正確に伝える」ということに課題があることがわかっ

た。さらに、小・中学校の全教員で組織する「子供を語る会」で、受け身になりがちな

子供の様子が課題として指摘され、主体的に学ぼうとする態度を育成するために、町全

体で共通した取組みを行う必要性が確認された。 

２ 取組みのポイント 

（１）学習の構えづくりについて、幼保小中一貫した取組みを行っている。 

（２）「相手意識」「自分達でまとめ・表現」をキーワードにして各学校での授業改善に

つながる働きかけを継続して行う。 

３ 具体的な取組み 

（１）学習の構えづくりのための幼保小中一貫した取組み 

○立腰、鉛筆の持ち方について、町内

全ての園・学校で共通した取組み 

・学習の構えが身に付くことで、メ

リハリをつけて授業に臨むことが

できるようにする。 

○個々の児童生徒を見とるチェックシ

ートの作成と、町内全ての学校・園

における活用 

・子どもの困り感と、授業づくりの

視点や考えられる工夫、支援のポ

イントを併せて示している。 

 ＜チェックシートの項目例＞ 

 ・姿勢の保持が難しく体がすぐ動く ・気が散りやすい 

・見る力が弱い  ・物をなくしやすい  ・意欲が感じられない 

・場に応じた慣習的なルールがわからない 

 
 

（２）「相手意識」「自分達でまとめ・表現」をキーワードにした授業改善の推進 

○学習のプロセス（課題設定、学習活動、まとめ、振り返り）を子供が意識できる指

導過程の工夫 

○町内各小・中学校・園での授業（保育）参観を通した実践交流 
 



- 5 - 

平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

子ども一人一人が意欲的に取組む学習指導の充実 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 本市では、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって学び続ける人間の育成をめざし、

地域に信頼され支持される学校づくりに努めている。変化の激しい社会を生き抜く意欲

あふれる子どもを育てる学校教育の推進のため、教職員の資質の維持・向上をめざして

研修の充実、研究成果の交流等の事業を行っている。 

２ 取組みのポイント 

（１）「わかる・できる」が実感できる授業づくりの推進に向けた研修講座を実施している。 

（２）探究型学習の推進と、小中連携による９年間の見通しを持った授業づくりの普及

を図っている。 

３ 具体的な取組み 

（１）「わかる・できる」が実感できる授業づくりの推進に向けた研修講座の実施 

○大学教授や専門家に「授業づくりアドバイザー」を委嘱し、全国学力・学習状況調

査の結果から本市の課題と捉えている算数・数学や、教科化により現場のニーズが

高まっている道徳について、指導力向上をめざした研修会を開催している。 

○夏季休業の期間に中央から講師を招いて「教育講演会」を開催し、全市で共通理解

を図りたい内容について研修している。また、地区学校教育研究会との共催を含め

た「夏季研修講座」を開催し（今年度は６講座）、指導力向上につなげている。 

○担任の先生方が参加しやすいよう、１５：００以降に「イブニング講座」を開催し

ている。ＡＬＴを講師とした外国語活動研修会や、現職教員による図画工作の版画

指導法研修会等、より実践的な内容についての研修となるよう内容を工夫している。 

○「ＩＣＴ活用推進事業」として、モデル校による実践の全市への紹介や、タブレッ

トやデジタル教科書（小学校算数・中学校数学・英語）等のＩＣＴ機器を活用した

指導方法等の研修支援と情報提供を行っている。 

 

（２）探究型学習の推進と、小中連携による９年間の見通しを持った授業づくりの普及 

○「探究型学習推進プロジェクト事業」の推進協力校を中心に、探究型学習の実践例

を積み上げ、要請訪問等、学校訪問の際に指導主事が指導助言の視点として提示す

ることで、市全体としての探究型学習の推進につなげている。 

○探究型学習の進め方の一つとして「情報活用型プロジェクト学習」を取り入れ、「課

題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の探究のプロセスを学ぶ、「単

元づくりをとおした探究型学習授業づくり研修会」を行っている。 

○「外国語教育強化地域拠点事業」で得られた成果を生かし、「外国語教育スタート支

援事業」を行い、各小学校のニーズに合わせて校内研修を支援している。また、小

中学校の英語の授業を互いに見合い、各学年段階での目標や指導内容等について協

議している。 

○各中学校区を単位とした各ブロックにおいて、小中連携のねらいのもと、「ブロック

研修会」を開催し、授業公開や講演会をとおして、ブロックとしての指導の重点や、

９年間の見通しを持った実践内容について共有している。 

○「小中学校校内授業研究会交流事業」として、各校の授業研究会の日程・題材・授

業者について市教委が集約し、学校掲示板に随時アップすることで、相互に授業を

見合う機会を創出し、活発な授業交流による指導力向上につなげている。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

家庭における学習・生活を充実させるための取組み 

事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

授業と家庭学習のつながりをより強固にすることにより、児童生徒の学習意欲を引き

出し、学びの主体性を高めることができるのではないかと考えた。発達段階や個に応じ

た課題を計画的に課すなどして、予習・復習、調べ学習、発展的学習へとつなげ、家庭

学習を習慣づけるとともに、内容の充実に向けて取組みを進めている。 

２ 取組みのポイント 

（１）教育委員会作成の「家庭学習の手引き」を継続活用、再周知している。 

（２）家庭リズム調査の結果（町共通）を踏まえ、生活リズムの見直しを進める。 

（３）算数・数学へのチャレンジマインドを喚起・啓発する。 

３ 具体的な取組み 

（１）「家庭学習の手引き」の活用 

○教育委員会作成の手引きを各校の状況・学年の発達段階等に合わせ、随時独自修正

しながら活用するよう周知した。 

○各学校の児童生徒の実態を分析し、児童生徒が主体的に家庭学習に取り組むことが

できるよう、家庭学習の重点や手法の絞り込みを推奨している。また、家庭学習の

ポイント（生活リズムを整えましょう。学習環境を整えましょう。）を提示している。 

 

（２）家庭リズム調査の結果の活用 

○家庭リズム調査 

・14項目のアンケートを全ての学校で実施し、各校で集計・分析したものを町の一

覧としてまとめている。 

・質問項目：「起床・就寝時刻」「朝食（食べない理由）」「テレビ・ビデオ、ゲーム

の時間（場所含）」「自分専用の端末等所持率」「ＳＮＳの利用時間（場

所、利用アプリ等含）」「運動、学習・読書時間等」等 

○主体的な見直し、計画 

・調査の結果を踏まえ、児童生徒が主体的に生活リズムの見直しを行っている。見

直す視点として、「家庭学習時間とゲーム・テレビ・ＳＮＳのバランス」「保護者

との連携推進」などをあげている。  

＜取組み例＞ 

・生徒会による生活ルール改正の提案 

・部活動の予定等を踏まえた「守れるＳＮＳ使用時間」の見直し提案 

・中学校生徒会から各小学校児童会へ生活ルール（ＳＮＳ、ゲーム時間等）の

提示 

・家庭学習についても、学習する内容や時間、ルール等について自分で決めて行う

ようにしている。 

 

（３）算数・数学へのチャレンジマインドの喚起・啓発 

○算数・数学検定の受検料を小１から中３を対象に助成している。また、スパイス問題

やそれに類する問題等について、授業で取り組んだり、家庭学習課題として配布した

りするとともに、その問題の特徴や傾向が解説された内容をお便り等で紹介し、保護

者や地域にも、今求められている問題解決能力等を、学校を通して周知している。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

学校の共通実践から地域全体での学力向上を図るための取組み 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

これまでも全国学力・学習状況調査の結果を受け、各校で学力向上に関する共通実践

事項を実施することを推進してきた。そこで、教育委員会ではこの取組みを町全体に広

げ、学力向上のうねりを創り出すことで、学校だけでなく地域全体での学力向上の取組

みを推進していきたいと考え、教育委員会の学力向上策として取り組んできた。 

２ 取組みのポイント 

（１）各校の共通実践事項が推進できる環境整備の充実を行う。 

（２）各校の取組みの方向性をそろえ、町全体のうねりとするための取組みを行う。 

（３）地域と学校が連携して学力向上を推進する取組みを行う。 

３ 具体的な取組み 

（１）各校の共通実践事項が推進できる環境整備の充実 

○担任力向上研修会の実施 

  ・毎年５月下旬に外部講師の招聘による研修会を教育委員会主催で開催している。

今年度は道徳教育の示範授業と研修会を行った。毎年開催時期を年度始めにする

ことと、研修の内容を町の教育課題に沿ったものにすることで、学校の取組みに

反映しやすいようにしている。また全職員が同じ研修を受けていることで、校内

の学力向上の取組みや授業のイメージの共通理解の推進を図っている。 

 

（２）各校の取組みの方向性をそろえ、町全体のうねりとするための取組み 

○先進校視察 

  ・先進的な授業に取り組んでいる学校の授業を定期的に視察することで、授業手法

の具体的な手立てや授業の進め方について学ぶ機会を設けている。授業参観によ

って子ども達の表情や教室の雰囲気が感じられ、授業力向上に効果があった。参

加者は各校の研究主任や管理職が中心となっているため、視察内容が学校研究や

学校の取組みに反映されやすく、学校全体の授業力向上につながっている。 

○全国学力・学習状況調査の活用と共通理解のためのワンペーパーの作成 

・全国学力・学習状況調査の結果を受けて、校長会等における情報交換の内容や町

の意向を各校の取組みに反映できるよう、授業改善の視点や授業イメージを具体

的にワンペーパーで提示し、学力向上対策の方向性を共通理解している。 

 

（３）地域と学校が連携して学力向上を推進する取組み 

○町主催の夢サポート塾の開催 

・地域学校協働活動を活用し、中３を対象として学習支援を開催している。９月～

２月の間２０回程度開催している。指導は地域ボランティアが行っている。地域

の方が生徒の学習に関わることで、生徒の様子や学力向上について関心をもって

もらう機会となっている。また、学校との連携のための情報交換会を年２回行い、

学校の学力向上の取組みについて理解と協力をお願いしている。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

教科横断的な視点に立った「カリキュラム・マネジメント表」の作成 

事例Ⅱ 学校の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 資質・能力の育成を図るためには、学習内容中心のカリキュラム編成ではなく、全教

科で教科の内容とともに、どのような資質・能力を育むかを明確にしたカリキュラムを

編成する必要がある。それを基に教育活動を充実させ、成果を評価し、カリキュラムの

再編成や授業改善につなげていくことを大事にしたい。 

２ 取組みのポイント 

（１）各学年で育成すべき資質・能力を身に付けるために、生活科や総合的な学習の時間を

中心に据えて、各教科単元をつなぐ「カリキュラム・マネジメント表」を作成する。 

（２）毎週金曜日には、１５分間のカリキュラム・マネジメント会議を位置付けている。 

３ 具体的な取組み 

（１）教科等横断的に教育内容を配列する視点に立った「カリキュラム・マネジメント

表」の作成 

○学校教育目標を受け、各学年で育成

すべき資質・能力を明確にしている。

また、年間を通して、計画的に各学

年で育てたい資質・能力に迫るため

に、生活科や総合的な学習の時間を

中核として、各教科単元をつなぐ「カ

リキュラム・マネジメント表（右）」

を作成し、活用を図っている。 

＜第５学年の事例＞ 

学校教育目標  各学年で育成すべき資質・能力 

・うつくしい子ども 

・たくましい子ども 

・かしこい子ども 

 ・相手を受け入れる力 

・自分を振り返り、自分で判断し、行動する力 

・学びをつなぎ、見通しを持って解決する力 

総合的な学習の時間を中心に、それぞれの力を育成するために必要となる教科の学

習内容との関連を図っている。 

「学びをつなぎ、見通しを持って解決する力」を育てるために、総合的な学習の時

間「市ＰＲ作戦～めざせＣＭ大賞～」の学習活動と図工の「４コマ漫画を作ろう」や

国語科の「活動報告書を書こう」等の単元とつないで、効果的な表現について学んだ。 

 

（２）ＰＤＣＡサイクルの確立の視点に立った「カリキュラム・マネジメント会議」の実施 

○日々を振り返り、改善することを重視し、毎週金曜日の放課後１５分間、カリキュ

ラム・マネジメント会議を行い「カリキュラム・マネジメント表」の加除修正を行

っている。また、本表は、常に共有ＰＣから取り出せるようになっているため、適

宜振り返り、修正できるようにしている。 

○学期毎の評価研修会を開催し、児童の実態を基にした成果や課題を確認し、新たな

手立てを講じることができるようにしている。 

○カリキュラム編成に向けた研修会を通して、若手教員がベテラン教員から学ぶ姿が

多く見られ、自信を持って日々の授業に臨むことができるなど、ＯＪＴの効果的な

推進にもつながっている。 
 

次期学習指導要

領における育成

すべき資質・能力

の３つの柱 

育成すべき資質・能力における本

学年の実態 

本学年で付けたい力 

カリキュラム編成の

意図 

図工「４コマ 

漫画を作ろう」 国語「活動報告

書を書こう」 

算数 論理的な思考（順序立てて考える） 

総合「市ＰＲ大作戦～目指せＣＭ大賞～」 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

教育マイスター制度を活用した校内組織体制の構築 

事例Ⅱ 学校の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

資質・能力を育むためには、ＯＪＴにより教員一人一人の指導力の向上を図ることが

重要である。そこで、独自の「校内マイスター制度」を構築し、ＯＪＴの充実を図るこ

とが、日常的に探究型学習を核とした授業改善につながるものと捉えている。 

２ 取組みのポイント 

（１）「統括マイスター」と「校内マイスター」を複数配置し、それぞれの業務を明確に

した「校内マイスター制度」を構築する。 

（２）「参観シート」を基にした積極的な授業公開によるＯＪＴの日常化を図る。 

３ 具体的な取組み 

（１）「校内マイスター制度」を活用したシステムの構築 

○リーダーとなる「統括マイスター

（研究主任）」と「校内マイスタ

ー（副研究主任４名）」を位置付

ける。 

 ○「統括マイスター」を担任外（研

究主任・学習部長）が担当し、「校

内マイスター」を低中高特に各１

名配置する。このことにより、日

常的に該当ブロックや学校全体

における学校研究の推進を図る

ことが可能となる。 

 ○「統括マイスター」は、校内マイ

スター業務を統括し、学校研究の確実な推進を図る。校内マイスターが計画的に授

業を参観し指導助言できるように、校内ＯＪＴをコーディネートする。 

 ○「校内マイスター」は、当該学年の授業について指導・助言を行う。自身の授業を

公開し、授業モデルを示したり、参観した授業について話し合ったりする。 

 ○校内マイスターが学級を離れる際には、後補充（非常勤講師）を付ける。 

 ○若手教員や担任経験の短い教員にＴＴを優先的に割り当て、教員としての指導力向

上を図る。 

 

（２）ＯＪＴの活性化 

 ○校内研究の推進のため、授業公開の日常化を図る。無理のない範囲で、１年間継続

することを大事にする。 

 ○授業者は、本時の目標と課題を書いた「参観シート」を事前に用意し、参観の視点

を明確にする。 

 ○通信を発行し、授業改善の視点を全職員で共有する。 

 ○ＯＪＴの機能を生かして互いに学び合う関係が生じ、ベテラン教員も若手教員も教

員としての資質向上に結びついている。 
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平成３０年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

「チャレンジ塾」を通した学校と家庭の連携 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

 小・中学校の普段の授業や生活の様子及び全国学力・学習状況調査等から家庭学習の

充実を図る必要があると捉えた。さらに、算数から数学に移行する際の中１ギャップ解

消が課題であった。そこで、「チャレンジ塾」実施と「家庭学習のすすめ」活用から算数・

数学の強化と家庭学習の充実をめざしている。 

２ 取組みのポイント 

（１）小６、中１を対象にした家庭学習支援講座「チャレンジ塾」を実施している。 

（２）教育委員会で「家庭学習のすすめ」を作成し、活用している。 

（３）「チャレンジ塾」と「家庭学習のすすめ」の連動により、家庭学習の充実を図って

いる。 

３ 具体的な取組み 

（１）家庭学習支援講座「チャレンジ塾」 

①中１ギャップ解消に向けて 

算数から数学に変わる節目の学年である小学６年生、中学１年生を対象にする。

中学１年生（今年度１８名参加）は、土曜日及び長期休業中に年間２０回実施し、

数学の強化を図る。小学６年生（今年度はこれから募集。昨年度は３４名参加）

は、学年末休業中に算数の強化を図る講座を実施している。 

  ②保護者講演会 

    家庭学習の習慣化には家庭の支援が重要である。講演会では、講師より「中学

校数学の学習内容」「家庭学習の重要性」「学習の習慣化のポイント」等を講話し、

保護者が家庭の環境づくりに積極的に関わることを期待している。 

   

（２）「家庭学習のすすめ」について 

①内容 

以下の３つの視点を示し、具体的な取組みにつながる内容を盛り込んでいる。 

ア「学校と家庭が協力して、学び続ける子どもを育てましょう。」 

イ「家庭学習のめやすの時間に取り組み、学習習慣を育てましょう。」 

ウ「家庭を学びの環境にしていきましょう。」 

②活用 

「家庭学習のすすめ（ダイジェスト版）」を小・中学校の全保護者に配布し、内容

を周知している。中には「家庭学習の習慣チェック」欄を設けており、各学校で

定期的に活用している。 

 

（３）家庭学習支援講座「チャレンジ塾」と「家庭学習のすすめ」のつながり 

塾の学習では、子どもが弱点を克服し、「わかる」「できる」を感じることによ

り、学習意欲が喚起されるようにしている。塾の学習をもとに、家庭学習では、

弱点の補強・定着を図っている。また、「家庭学習のすすめ」が、家庭での学習環

境づくりに生かされている。「チャレンジ塾」と「家庭学習のすすめ」を連動させ

ることで家庭学習の充実をめざしている。 
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平成３０年度 全国学力・学習状況調査において 

良好な結果にある市町村の取組み一覧 

          山形県教育庁義務教育課 
 

「探究型学習を推進する上で重要な視点」 

①自分事となる課題設定 ②まとめ・振り返りの内容の充実 

③学び合いの目的の明確化 ④カリキュラム・マネジメント 
（平成２９年度臨時全県指導主事会議にて提示） 

 

市町村名 

（建制順） 

良好な結果 

が出た教科 
取 組 み の 事 例 

山形市 

小・理 

中・数Ａ 

中・理 

○学校訪問の際の指導・助言の視点を明確にする 

・意欲的な予習復習・自主学習につながる振り返りになっているか 

・各学校で育成を目指す資質・能力を明確にした授業づくりができているか 

・「学ぶ意欲が高まる導入」「学びの広がりや高まりがある展開」「学びの高ま

りを実感する終末」の流れが意識されているか 

山辺町 
中・数ＡＢ 

中・理 

○学習基盤の安定化と校内授業研究会の活性化のため、次のことを行う 

・特別支援教育及び教育相談体制の強化による落ち着いた学習集団の形成 

・学習指導要領解説総則編の全教員への配付と熟読による共有 

・午睡タイム（短時間睡眠）の導入による午後の授業効率化 

・YM－Style（やまのべ学びスタイル）の定着 

・校内授業研究会における事前研、事後研の教科を超えた枠組みでの実施 

・全国学力・学習状況調査等の分析結果を基にした授業改善の推進 

・指導案に掲げる「課題」の徹底的吟味と「課題」「まとめ」「振り返り」

が一目でわかるような構造的な板書の意識化 

中山町 中・理 

○家庭学習の習慣化と質的向上を目指す 

・授業と家庭学習を連動させ、家庭学習において探究的な課題提示を意識し

てもらう 

・各学校の「家庭学習の進め方」等を教師、児童生徒、保護者が共有できる

ようにする 

・上位層に対する手応えのある課題を提示できるようにしてもらう 

○探究型学習の推進に当たって次のことを大切にしていく 

・児童生徒にとって具体的で必要感があり、興味を引き出す学習課題づくり 

・単元や本時で付けたい資質・能力、活用させたい既習事項の明確化 

・振り返りの工夫（適用問題の導入、学習内容を互いに説明 など） 

西川町 

中・国ＡＢ 

中・数ＡＢ 

中・理 

○小中１校ずつの環境を生かした取組みを行う 

・探究型学習を中心に据えた授業改善に小中一貫で取り組む 

・小中合同授業研究会を実施する（年２回） 

・児童生徒理解のため、定期的に情報交換を行う 

○コミュニティ・スクール導入により、学校・家庭・地域が連携した教育活動

を展開する 

○９年間の系統性のあるカリキュラムを作成し、それを生かした授業実践を推

進する 

・総合的な学習の時間  道徳  算数・数学  外国語活動・外国語 

  

資 料 １ 

教育庁義務教育課 
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市町村名 

（建制順） 

良好な結果 

が出た教科 
取 組 み の 事 例 

朝日町 
中・国ＡＢ 

中・理 

○学力向上委員会で共有した各校の取組みを生かし、自校の取組みを改善するよう

促す 

・各校で作成している家庭学習の手引きや、各校・各教科で活用している振

り返りカードを持ち寄り、実践事例を共有する 

○学習指導力向上研修会を開催し、アクションプランの共有と授業づくりにつ

いての研修を実施する 

○町内の児童生徒に生活リズムに関するアンケートを行い、生活習慣の改善に

向けた研修会（保護者や学校関係者等が対象）を開催する 

○カリキュラム・マネジメントの視点から、特に総合的な学習の時間を重視し、

各教科で身につけた資質・能力を生かした実践を行う 

大江町 小・算Ａ 

○児童生徒が「見方・考え方」を働かせながら「深い学び」ができているかど

うかという視点に立った授業の改善・充実のための指導・助言を行う 

・特定の型や方法にとらわれず、学習指導力そのものを磨くことを推奨する 

・知識再生型に偏った授業や評価問題からの脱却を図る 

・学習指導の専門性、教材研究における教師の探究心の向上を目指す 

村山市 中・理 

○H29年度の視点（子ども目線の課題、活動量の確保、「課題」に対応した振り

返り）を踏襲しながら、以下の３点について意識した授業実践を徹底する 

・導入場面における、現実的な「問題場面」の提示 

・より合理的な「解決法」「説明」への収束 

・活動量の確保（「練習」「振り返り」も含め、時間内に完結させる） 

東根市 
小・算ＡＢ 

小・理 

○家庭と連携した取組みによる、学力向上を下支えする条件整備を行う 

・学習規律と学習習慣の確立 

・家庭学習の質と量の向上 

・生活リズムの確立（３点固定：起床、家庭学習開始、就寝の時刻） 

・メディアコントロールの実施 等 

○作成したアクションプランに関して校長・教頭と面談を実施する。参考とな

るアクションプランを紹介することにより、より実効性のあるものに改善す

ることを促すとともに、取組みへの意識の向上を図る。 

尾花沢市 中・国Ａ 

○担当学年の指導の重点を考え、授業改善に生かすため、小中学校の全担任が

「尾花沢市学力向上プラン」を作成する 

○「スパイス問題シート」、「つまずき発見問題集」を学年・単元ごとに再編集

し、より活用しやすい形で学校に配布する 

○アクションプランの中で効果的な取組み（探究型学習の好事例）を学校訪問

の際に紹介する 

新庄市 
小・国Ｂ 

小・算Ａ 

○「課題設定」「教師の役割」「まとめと振り返り」をポイントにして、深い学

びを生み出す授業づくりを推進する 

○市学力向上委員会や授業づくり研究委員会等において、県作成資料等の効果

的な活用についての情報交換の場を設定する 

○その日の授業の学習内容を生かせるような課題提示の工夫を促す 
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市町村名 

（建制順） 

良好な結果 

が出た教科 
取 組 み の 事 例 

真室川町 
小・国Ｂ 

小・理 

○町の「授業づくりの５つの基本ポイント」を徹底する 

・授業のはじめに学習課題や学習問題を示す 

・自分の考えなどを書く活動を取り入れる 

・ねらいをはっきりさせた協働的な学習を取り入れる 

・学習の最後にまとめる時間を確実にとる 

・どのような力が身に付いたかをしっかり評価する 

○町の「家庭学習のすすめ」の「家庭学習の習慣チェック欄」の活用を促す 

○全国や県の調査問題を全職員が解き、育成すべき資質・能力を検討させる 

大蔵村 

小・国ＡＢ 

小・算Ｂ 

小・理 

○小中連携した取組みにより、家庭学習の充実を図る 

・学習時間を確保するとともに、セーブメディアの取組み（家庭との連携）

を行う 

・予習的課題の提示を促す 

○小中学校９年間を見通した、各教科・領域における言語活動の充実を図る 

○短いスパンで基礎・基本の定着を確認するとともに、つまずきに対して素早

く対応できるようにする 

鮭川村 

小・算ＡＢ 

小・理 

中・国Ｂ 

○授業と家庭学習をつなげる取組みを推進する 

・小・中ともに「チャレンジタイム」において家庭学習の計画を立案させると

ともに、学校での学習内容とのつながりを意識した家庭学習を推進する 

○保・小・中が一体となってメディア視聴の意識改革を図る 

・月１回の「ノーテレビ・ノーゲーム・読書デー活動」の定着に向けた支援を

行う 

○カリキュラム・マネジメントによる学習環境づくりを推進・支援する 

・単元でつけたい力を明確にして単元構成を工夫し、日々の授業改善を推進

する 

南陽市 
小・国ＡＢ 

小・理 

○幼保小中一貫教育の理念を中核にした、学びや育ちの連続性（これまでや本

時の学びと今後の学びのつながり）を意識した指導を徹底する 

○中学校区における一貫した家庭学習の取組みを継続するとともに、中学校区

間で家庭学習に対する考え方や具体的な取組みの共有と、保護者への周知を

推進する 

○市独自に任命した教育指導員による研究授業等での指導助言を通して、教職

員相互の指導力の向上を図る 

長井市 小・理 

○「つまずき発見問題集」による児童生徒の実態把握や、「スパイス問題シート」

による活用場面を位置付けた単元計画の作成を促す 

○自分事となる課題設定とはどのようなものかを学校全体で共有できるよう促す 

・身近なものを教材化する  

・既習の知識や経験とのズレを生かした課題を設定する 等 

○教科の本質（身に付けるべき資質・能力）にせまるまとめ、次時への意欲や

自分の高まりの自覚を促すような振り返りを推奨する 

小国町 
小・国Ａ 

小・算Ａ 

○県作成資料等の内容を全学年、全教科担当教員で確認する場を設定するとと

もに、単元計画に位置づけ、活用を促す 

○授業と家庭学習の連動が図られるよう、実践例の共有や振り返りの視点の工

夫を促す 

○ＩＣＴ活用と、ＩＣＴ教育アドバイザー、学力充実支援員等の配置による「

全員参加、アウトプット型授業」を定着させ、学校研究の日常化を推進する 
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市町村名 

（建制順） 

良好な結果 

が出た教科 
取 組 み の 事 例 

飯豊町 小・理 

○学習の構えづくりを徹底する 

・立腰 

・鉛筆の持ち方指導 

・個々の児童生徒を見取るチェックシートの作成・活用 

○「自分たちで」気付き、まとめられるような指導、「相手意識・伝え合う」を

キーワードにした指導を推奨する 

○授業を通して生まれた疑問等を追究する姿勢につながるような振り返りの実

施や、自主学習の計画作成を促す 

庄内町 小・理 

○「授業改善のポイント」を作成し、配布する 

・児童生徒から課題が生まれるような授業実践 

・実感や体験を伴った課題設定 

・教師がファシリテーターとなるような授業づくり 

・まとめ、振り返りの確実な実施 

○各学校における全国学力・学習状況調査の分析やつまずきへの対応について

の情報交換（校長会、教頭会、教務主任会）を開催する 

遊佐町 
中・数Ａ 

中・理 

○「探究型学習を推進する上で重要な視点」を町教育行政の施策（学校教育）

の重点として取り上げ、年度初めに確認する 

○「学ぶ楽しさを味わわせる」授業づくりを推進する 

・子どもの声調査を年２回実施し、分析する 

・町学力向上調査研究委員会による「授業を通して教科の学習が好きになる

実践」を積み上げる 

○地域とともにある学校づくりと、学校生活の基盤となる家庭生活の充実につ

いて地域や家庭を巻き込んだ取組みを推進する 
 

 

 
 

※良好な結果 

全国学力調査において、市町村の平均正答率が全国平均正答率よりも 2.5 ポイント以上高い場合を

「良好な結果」としている。 

① 本一覧は、平成 30年度の全国学力調査において良好な結果だった市町村の中から、掲載につい

て同意を得られた市町村の取組を建制順に記載しています。 

② 取り上げた事例は、「アクションプランを受けた取組共有シート」に記載された内容及び市町村

教育委員会への訪問の際に紹介のあったものです。 

県教育委員会や国立教育政策研究所で作成している資料 

【県教育委員会】 ・つまずき発見問題集 ・わくわく発見シート ・スパイス問題シート ・単元末評価シート 

・学力向上ハンドブック ・確かな学力を育むための「探究型学習」推進ハンドブック 

【国立教育政策研究所】 ・授業アイディア例（ホームページからダウンロードできます） 


